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「紫式部日記」によって「源氏物語」の存在が確認される最古の日付（寛弘５（１００８）年１１月１日）にち
なんで、平成２４年９月５日に「古典の日に関する法律」が施行され、１１月１日は「古典の日」となりました。
「古典」と言ってもその範囲は広く、文学だけに限らず、音楽や美術、伝統芸能、生活文化（茶道、華道、
書道等）なども含まれます。
また、漢詩、囲碁、クラシック音楽、海外文学の翻訳等のように、諸外国で創造され日本で継承されたも
のもその対象となっています。
今月の中央展示は「古典に親しむ」をテーマに、文学、音楽・美術、演劇・伝統芸能、生活文化等の分野
ごとに資料を集めて展示しています。

《中央展示》

『古典に親しむ』

「古典の日」にちなんで、古典に親しむきっかけとなるような資料を集めて展示しています。

《さくらぴあ展示》

《テーマ展示》

『懐かしのアニメ』

『暴力から身を守る』

平成２５年２月２日（土）にさくらぴあ大ホールで、
「アニソンライブ２０１３」が行われます。

ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー
行為など「女性に対する暴力をなくす運動」が、

１１月１８日からチケットの販売が行われるのに合
わせて、アニメに関する資料を集めて展示していま
す。ライブを見る前に、懐かしのアニメを振り返って
みませんか。

１１月１２日～２５日までの期間、実施されます。
この運動に合わせて、図書館でも関連する資
料を集めて展示しています。

１人用視聴覚ブースのコーナーに、新たにインターネット端末が利用できるブースができました。

インターネット端末利用方法
＊カウンター横の記載台にある「インターネット端末利用申込書」にご記入の上、カウンターへ
ご提出ください。
＊利用の受付は１人１回、時間は３０分以内です。
＊終了時に利用待ちの方がいない場合には、３０分の延長をすることができます。
ただし、端末の利用は、１人につき１日６０分までとします。
＊フィルタリングソフトを導入しているため、閲覧できないサイトもあります。
あらかじめご了承ください。

今月の新刊（一般書）
図書館には１カ月に約６００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。
『本屋さんで待ちあわせ』 三浦しをん/著 大和書房 019/ﾐ
『子どもの本の選び方』 鳥越信/著 風間書房 019.5/ﾄ
『この年齢（とし）だった！』 酒井順子/著 集英社 280.4/ｻ
『広島かわいいお店めぐり』 秀巧堂クリエイト/著 メイツ出版 291.7/ﾋ
『ひと目でわかる日韓・日中歴史の真実』 水間政憲/著 PHP 研究所 319.1/ﾐ
『図解がん治療を受ける前に知っておきたい５５のこと』 土屋了介/他著 エクスナレッジ 494.5/ﾂ
『V-22 オスプレイ』 イカロス出版 538.7/ｳ
『母乳お悩み解決 BOOK』 赤すぐ編集部/編 メディアファクトリー 599.3/ﾎ
『宇品線９２年の軌跡』 長船友則/著 ネコ・パブリッシング 686.2/ｵ
『もういちど透明水彩を始めよう。』 永山裕子/著 グラフィック社 724.4/ﾅ
『百年前の日本語』 今野真二/著 岩波書店 S810.2/ｺ
『祈りの作法』 玄侑宗久/著 新潮社 916/ｹ
『犬とハモニカ』 江國香織/著 新潮社 F/ｴ
『魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？』 東川篤哉/著 文藝春秋 F/ﾋ
『空の拳』 角田光代/著 日本経済新聞出版社 F/ｶ
『禁断の魔術』 東野圭吾/著 文藝春秋 F/ﾋ
『ソロモンの偽証 第３部』 宮部みゆき/著 新潮社 F/ﾐ
『水のかたち』上・下

宮本輝/著 集英社 F/ﾐ

こ ど も の ほ ん

新刊

『こころやさしいワニ』

『かかしのトーマス』

ルチーア・パンツィエーリ/さく アントン・ジョナータ・フ
ェッラーリ/え さとうのりか/やく 岩崎書店 Ｅ/ﾌ

オトフリート・プロイスラー／作 ヘルベルト・ホルツィン
グ／絵 吉田孝夫／訳 さ・え・ら書房 943/ﾌ

ものすごくおっかない顔のワニがいました。でも
このワニ、見た目と違い優しい心の持ち主で、ペッ
トになりたいと思っていました。ある日素晴らしい
考えが浮かび、ワニはこっそり家にもぐり込み…。
大胆で迫力あるタッチで描かれたワニのユーモラス
なお話。

ドイツの村に１人のかかしがいました。名前はト
リビックリ・トーマス。トーマスは立派な帽子をか
ぶり、畑の王様としてか弱いキャベツの苗たちを守
ります。人や動物たちの会話を聞いて周りの世界を
知ったトーマスでしたが、お月様から世界の広さを
教えられ、１つの夢を持ちました。
『大どろぼうホッ
ツェンプロッツ』作者の初期の作品。

その他の新刊
『のぞいてみよう！厨房図鑑』学研教育出版 673/ﾉ ※ケーキ屋さん、回転寿司など 10 の厨房を写真で紹介。
『ニルスが出会った物語 1～3』１まぼろしの町 2 風の魔女カイサ 3 クマと製鉄所
セルマー・ラーゲルレーヴ/原作

菱木晃子/訳・構成

平澤朋子/画

福音館書店

949/ﾗ

『こわがらなくていいんだよ』ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ/さく ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾜｲｽｶﾞｰﾄﾞ/え こみやゆう/やく 長崎出版 E/ﾜ

ブックトーク（ＢＴ）勉強会グループ ピッピ

ＢＴボランティア派遣事業報告
はつかいち市民図書館が平成 21 年度に開
いた講座から立ち上がった勉強会グループ
「ブックトークの会ピッピ」（代表：梅地佳
代子さん、会員 12 人）は昨年度に続き、今
年度も派遣事業で、小学校を訪れています。
10 月３日（水）には宮島小学校４年生を、
５日（金）には阿品台東小学校４・５年生を
訪問しました。
紹介した本は図書館から１か月間、各校に
貸し出しています。子どもたちは、本を次々
に手に取っているそうです。今年度は、宮
内・阿品台西・友和の計５つの小学校で実施
します。
ブックトーク（ＢＴ）とは、
１つのテーマに沿って複数の本を順序よく
紹介していくものです。

写真左から阿品台東小５年、
同小４年、宮島小４年の様子

宮島小学校４年生に紹介した本
テーマ「ドキドキする話」（紹介者：白石久美さん）
『ジュマンジ』
クリス・バン・オールスバーグ／さく
へんみまさなお／やく（ほるぷ出版）
『ハリーのひみつのオウム』
ディック・キング＝スミス／作
三村美智子／訳 藤田裕美／絵（講談社）
『大どろぼうホッツェンプロッツ』
オトフリート＝プロイスラー／作
中村浩三／訳（偕成社）
『むしをたべるくさ』
渡邉弘晴／写真 伊地知英信／文（ポプラ社）
『ハロウィーンの魔法』
ルーマ・ゴッデン／作 渡辺南都子／訳
堀川理万子／絵（偕成社）
「ちいちゃい、ちいちゃい」（ストーリーテリング）
『イギリスとアイルランドの昔話』より
石井桃子／編・訳 JD バトン／画（福音館書店）
この他にも、９冊紹介しました。

はつかいち市民図書館 子どもと本の講座

２０１１年１１月～２０１２年１０月までに、はつかいち市民図書館に入った新刊絵本の中から、
職員のおすすめ絵本を紹介します。申込不要で、どなたでも参加できます！

子どもたちの読書環境を良くするために、一緒に考え
てみませんか？申込不要で、どなたでも参加できます！
《内容》 11:00～12:30 ブックトーク---「ピッピの会」
☆小学校 3～6 年生対象ブックトーク
12:30～13:30 昼食（お弁当、飲み物は各自ご持参ください）
13:30～15:00 ストーリーテリング---「広島県子どもの読書連絡会」
☆グリムのおはなしを楽しむ
・つぐみひげの王さま

etc.

※ 当日は、廿日市市内小・中学校の廿日市市読書活動推進員が研修として参加します。

【主催】
【共催】

広島県子どもの読書連絡会 事務局・広島県立図書館事業課内（082-241-4995）
はつかいち市民図書館
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１１月の図書館カレンダー
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◎ちいさいこのためのおはなし会
【対象】乳幼児
【時間】1 回目 11 時～
2 回目 11 時 30 分～
※相談窓口で整理券をお渡ししています。
カウンターにお問い合わせください。

☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

■ストーリーテリングのおはなし会
【対象】幼児～大人
【時間】１１時～
※場所はいずれも図書館会議室です。

